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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクを吐出して記録動作を行う記録ヘッドと、
　前記記録ヘッドからインクを吸引する吸引動作を行う吸引手段と、
　前回の記録動作が終了してからの第１の経過時間が第１の時間よりも長い場合又は前回
の吸引動作からの第２の経過時間が前記第１の時間より大きい第２の時間よりも長い場合
は、前記記録動作を行う前に前記吸引手段に前記吸引動作を行わせる制御手段と、を備え
るインクジェット記録装置において、
　前記制御手段は、前記記録動作を行った後に前記第２の経過時間が前記第２の時間より
小さい第３の時間よりも長い場合は、前記吸引手段に前記吸引動作を行わせることを特徴
とするインクジェット記録装置。
【請求項２】
　前記第１の経過時間を履歴として記憶する記憶手段を備え、
　前記記憶手段に記憶された履歴によって、前記吸引手段に前記吸引動作を行わせるか否
かを決定することを特徴とする請求項１に記載のインクジェット記録装置。
【請求項３】
　インクを吐出して記録動作を行う記録ヘッドと、前記記録ヘッドからインクを吸引する
吸引動作を行う吸引手段と、を備えるインクジェット記録装置の記録ヘッド吸引方法であ
って、
　前回の記録動作が終了してからの第１の経過時間が第１の時間よりも長い場合又は前回
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の吸引動作からの第２の経過時間が前記第１の時間より大きい第２の時間よりも長い場合
は、前記記録動作の前に前記吸引動作を行う第１の工程と、
　前記記録動作の後に前記第２の経過時間が前記第２の時間より小さい第３の時間よりも
長い場合は、前記吸引動作を行う第２の工程と、
を有することを特徴とする記録ヘッドの吸引方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット記録装置およびインクジェット記録装置で用いられる記録ヘ
ッドの吸引方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録装置では、記録ヘッドに供給されたインクを吐出口から噴射するこ
とにより、記録媒体上に画像を記録する。また、記録ヘッドの吐出口にキャップをし、キ
ャップを介して吸引する吸引回復処理が行われている。この吸引回復処理は、粘度が高く
なったインクやインクが固着することによる吐出口の目詰まりや、吐出口に通じる液路内
に発生した気泡やごみ等を原因とするインクの吐出不良を防止または解消するために実施
される。この様な吸引回復処理は、記録を開始する際に記録に先だって実施されているた
め、記録が終了するまでに要する時間が長くなり、ユーザは出力を待たされることになる
。
【０００３】
　これに対し、特許文献１では、前回の記録からの経過時間に応じて吸引回復を実行して
いる。このため、吐出口で固着したインクを除去することを目的とする吸引が必要な場合
だけ回復動作を行う。すなわち頻繁に記録を行う場合には吸引回復は実施されず、ユーザ
は出力を待たされることはない。
【０００４】
　また、特許文献２では、前回の回復処理からの経過時間を算出して、その経過時間に応
じて、異なる吸引量の回復処理を実行している。こうすることで、回復処理時の吸引にお
けるインクの消費を抑えながら、長期間放置されていた場合でも記録不良が発生するのを
防止している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０２－０９２５４８号公報
【特許文献２】特開平０６－１６６１８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし特許文献１のシーケンスでは、前回の記録からの所定の経過時間を見ているため
、頻繁に記録を行う場合は吸引が実施されない。この処理では吐出が行われていれば吐出
口に増粘したインクが溜まることはないが、流路内には気泡が生じ得る。そのため、頻繁
に記録を行う場合は、吸引は行われず、流路内に混入した泡に起因する吐出不良を未然に
防ぐことはできない。また特許文献２のシーケンスでは、前回の回復処理からの経過時間
を見ており、前回の回復処理以降、所定の時間が経過し、その間に頻繁に記録が行われて
いる場合、前回の記録からの経過時間は短いため、吐出口でのインクの固着や増粘が生じ
ている可能性は低い。しかし、前回の回復処理からの時間の長さに応じて、回復処理が実
施形態されるため、吐出口で固着や増粘したインクを除去する回復動作を含めた不必要な
回復処理を行うことがある。
【０００７】
　そこで本発明は、上述の問題を解消するためになされたものであり、インクジェット記
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録装置の使用状況に応じて、記録ヘッドの好適な回復処理を行うことができるインクジェ
ット記録装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そのため本発明のインクジェット記録装置は、インクを吐出して記録動作を行う記録ヘ
ッドと、前記記録ヘッドからインクを吸引する吸引動作を行う吸引手段と、前回の記録動
作が終了してからの第１の経過時間が第１の時間よりも長い場合又は前回の吸引動作から
の第２の経過時間が前記第１の時間より大きい第２の時間よりも長い場合は、前記記録動
作を行う前に前記吸引手段に前記吸引動作を行わせる制御手段と、を備えるインクジェッ
ト記録装置において、前記制御手段は、前記記録動作を行った後に前記第２の経過時間が
前記第２の時間より小さい第３の時間よりも長い場合は、前記吸引手段に前記吸引動作を
行わせることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によればインクジェット記録装置は、使用状況に応じて、記録ヘッドの好適な回
復処理を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係るインクジェット記録装置の内部機構を示した斜視図である。
【図２】図１のパージユニットを示した要部拡大図である。
【図３】（ａ）、（ｂ）は、図１の記録ヘッドユニットを示した拡大図である。
【図４】制御の構成を示すブロック図である。
【図５】キャップオープンからクローズまでの処理を示したフローチャートである。
【図６】キャップオープンからクローズまでの処理を示したフローチャートである。
【図７】キャップオープンからクローズまでの処理を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（第１の実施形態）
　以下、図面を参照して本発明の第１の実施形態を説明する。　
　（装置本体の構成）
　図１は、本発明の一実施形態に係るインクジェット記録装置１０の内部機構を示した斜
視図である。インクジェット記録装置１０は、大別して、記録ヘッドユニット１００の吐
出口やインク供給流路を回復するポンプユニットを有するパージユニット２０、記録ヘッ
ドユニット１００、キャリッジユニット４０、給紙装置（不表示）を備える。また、イン
クジェット記録装置１０の底面には、給紙トレイ５０が設けられている。給紙トレイ５０
に積載された記録媒体は、給紙装置によって給送される。この記録媒体の搬送方向（副走
査方向）は図１において矢印Ｙ方向で示される。インクジェット記録装置１０のキャリッ
ジ４０上には、記録ヘッドユニット１００が積載されている。キャリッジ４０は、支持レ
ール６０などによって図１の矢印Ｘの主走査方向に移動可能に支持されている。
【００１２】
　（パージユニットの構成）
　図２は、図１のパージユニット２０を示した拡大図である。パージユニット２０は、大
別して、チューブ２１、モータ（不表示）、チューブ押さえ付き回転体を有するチューブ
ポンプ２２、キャップ２３、ワイパブレード２４、を備えている。キャップ２３は、記録
ヘッドユニット１００における各色インクの吐出口列が設けられた面（吐出口面）に当接
（押圧）可能であり、キャップ２３の内部に負圧を導入可能なチューブポンプ２２に接続
されている。チューブポンプ２２により、吐出口を覆ったキャップ２３内を負圧にして、
吐出口を介して、吐出口と繋がる流路内に生じた気泡や吐出口付近で増粘したインクを吸
引排出させる。これによって、記録ヘッド１１０の良好なインク吐出状態を維持すべく回
復処理をすることができる。また、このキャップ２３内に対して、記録ヘッドの予備吐出
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が行われる。本明細書での、「予備吐出」とは、記録媒体への記録動作以外に記録ヘッド
からインク（記録に寄与しないインク）を吐出して排出する動作を言い、増粘や混色した
インクを排出することを目的としている。
【００１３】
　（記録ヘッドの構成）
　図３（ａ）、（ｂ）は、図１の記録ヘッドユニット１００を示した拡大図である。記録
ヘッドユニット１００は、記録媒体にインク滴を吐出する記録ヘッド１１０と、記録ヘッ
ド１１０にインクを供給するインクタンク１６０とを有している。インクタンク１６０は
、４色の顔料インク、すなわち、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラ
ック（Ｂｋ）の各色独立のインクタンク１６０が用意されている。これらのインクタンク
のそれぞれは、記録ヘッドユニット１００に対して着脱可能になっていてもよい。
【００１４】
　（制御概略構成）
　図４は、制御の構成を示すブロック図である。ＲＯＭ４００１は、実行する制御プログ
ラムおよび制御における各設定値を格納している。ＲＡＭ４００２は、制御プログラムを
実行する際の展開、記録データおよび制御命令の記憶、各制御における制御変数の記憶を
行う。タイマ回路４００３は、現在の時刻を取得することが可能な回路、もしくは経過時
間を計測することが可能な回路である。不揮発性メモリ４００４は、本体の電源を切った
状態でも、制御で記憶したパラメータを記憶することができる記憶手段であり、本発明に
おける制御で経過時間を算出する際の起点となる時刻の書き込みおよび読み出しが行われ
る。
【００１５】
　制御回路４０００は、ＲＯＭ４００１に格納された制御プログラムもしくはＲＡＭ４０
０２に展開した制御プログラムを実行する。本発明のシーケンスは、制御プログラムで実
行されるシーケンスの一部である。本発明のシーケンスの実行で使用する時刻は、タイマ
回路４００３で得られる現在の時刻もしくは経過時間を用いたものである。外部接続回路
４００５は、インクジェット記録装置本体と外部のホスト装置を有線もしくは無線で通信
を行う際のインターフェースおよび制御信号として制御回路４０００が取り扱いを可能と
する回路である。外部接続回路４００５を介して、外部より記録する画像のデータを入力
する。また、外部接続回路４００５を介して、現在の時刻をインクジェット記録装置本体
に入力してもよい。制御回路４０００は、受信した画像データをＲＡＭ４００２に展開す
る。さらに制御回路４０００は、ＲＡＭ４００２上のデータに基づいて、記録ヘッドユニ
ット駆動回路４００６を介して記録ヘッドユニット４００７の駆動を制御し、同時にキャ
リッジモータ駆動回路４０１０を介してキャリッジモータ４０１１を制御する。制御回路
４０００による制御により、記録媒体の所望の位置にインクの吐出を行うことで一回の記
録走査を実行したことになる。また制御回路４０００は、搬送モータ駆動回路４０１２を
介して搬送モータ４０１３を制御することで記録媒体を所望の量だけ搬送させる。
【００１６】
　また本発明のシーケンスにおける吸引回復は、制御回路４０００がパージモータ駆動回
路４００８を介してパージモータ４００９を制御することで記録ヘッドより所望のインク
量を吸引する。また、キャップ２３に行うインク吐出は、制御回路４０００が記録ヘッド
ユニット駆動回路４００６を介して記録ヘッドユニット４００７の駆動を制御することで
所望のインク量を吐出する。この場合、記録ヘッドを駆動するパターンは、記録動作と同
様にＲＡＭ４００２に展開したデータ、もしくはＲＯＭ４００１のデータ、もしくは制御
回路で生成されたデータの何れかに基づいたものとなる。
【００１７】
　図５は、本実施形態におけるキャップオープンからキャップクローズまでの一連の記録
処理を示したフローチャートである。以下、このフローチャートに沿って、本実施形態の
一連の記録処理を説明する。
【００１８】
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　記録ヘッドユニット１００がパージユニット２０の上に位置し、記録ヘッド１１０がキ
ャップ２３に当接した状態で使用されずに放置された状態から記録命令を受け取ると、ス
テップＳ１００２でキャップ２３をオープン（記録ヘッドから離間）する動作を行う。た
だし本動作は必ずしも、本フローチャート上のこのタイミングで実施する必要は無いが、
一般的な動作であるため、本タイミングで実施している。
なお、この処理の開始は、電源をオンにすることをトリガにしてもよいし、記録命令もし
くは記録を準備する命令をトリガにしてよい。ここで記録命令は、記録データの受信時、
コピー機能であればコピーを開始するボタンを押したこと確認した時などに、実行される
命令である。
【００１９】
　次にステップＳ１００３にて、前回記録終了から経過時間に相当する放置時間を算出す
る（第１の経過時間取得）。本実施形態では、前回の記録終了後のキャップクローズ動作
終了時の時刻と現在の時刻を比較することにより算出する。ここで、現在の時刻は、記録
装置に時計手段を有して取得してもよいし、記録データを送信するホスト側から時刻を送
信することで取得してもよいし、ネットワーク等を介して時刻を取得してもよい。なお、
前回の記録終了後のキャップクローズ動作終了時の時刻と、その後のキャップオープン動
作終了時の時刻とを比較して算出してもよい。
【００２０】
　次にステップＳ１００４にて、ステップＳ１００３で算出した放置時間（第１の経過時
間）が所定の第１の時間を超過しているかを判断する。この第１の時間は、吐出口からイ
ンクを排出しないで放置されることにより、インクが固着してインクを正常に吐出できな
い状態になる期間、もしくは吐出はするが正常な吐出に至るまでのインク消費量が吸引動
作で消費されるインク量よりも多いくなる期間である。なお、この第１の時間は記録ヘッ
ドの構造、記録装置本体の蒸発を防止する能力、インクの組成および放置される温度と湿
度等の環境条件により決定される。第１の時間を検討した結果より、インク成分に関して
は、色材が染料であるもの対し顔料であるインクの方が、第１の時間は短く設定する必要
があることがわかった。これは、顔料インクは時間経過に伴い溶液中に分散している状態
から沈降した状態に移行すること、また溶液の蒸発に伴い沈降に移行する速度が加速され
ることが原因であると推測する。
【００２１】
　ステップＳ１００４で放置時間が第１の時間以内である場合、ステップＳ１００５に進
む。ステップＳ１００５では、前回の吸引回復動作からの経過時間を、前回の吸引回復動
作を終了した時の時刻と現在の時刻を比較することにより算出する（第２の経過時間取得
）。なお、前回の吸引回復動作を終了した時の時刻と、その後、キャップクローズした後
、キャップオープンの際のキャップオープン動作終了時の時刻とを比較して算出してもよ
い。その後、ステップＳ１００６で、ステップＳ１００５で算出した吸引回復動作後の経
過時間（第２の経過時間）が所定の第２の時間を超過しているかを判断する。この第２の
時間は、前回の吸引回復動作後からの時間経過に伴い、インクタンク１６０から記録ヘッ
ド１１０へインクを供給する流路へ混入した気泡の累積量が、正常にインクを吐出できる
量を超える期間である。この気泡の混入は、主に流路を形成する部材を通して流路内に混
入する。また、混入した気泡は、インク流路を閉塞させることになり、インクの供給を阻
害することで正常なインクの吐出を妨げることになる。
【００２２】
　ステップＳ１００４で、放置時間が第１の時間を超過している場合、またはステップＳ
１００６で吸引回復動作後の経過時間が第２の時間を超過している場合は、ステップＳ１
００７にて吸引回復動作を行う。ステップＳ１００７での吸引動作では、固着および増粘
したインクを記録ヘッドから除去するのに十分な排出量であり、かつインク供給流路内に
混入した気泡を除去するのに十分な排出量の吸引が行われる。固着および増粘インクの除
去に必要な吸引量は、吐出口２００付近のインク供給流路体積で済むのに対し、気泡を除
去には、インクタンクから吐出口２００までのインク供給流路の体積以上の量の吸引が必
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要となる。よってこのステップＳ１００７の吸引回復動作における吸引量は、後者の気泡
を除去するのに十分な排出量で設計する。ステップＳ１００７での吸引回復動作の終了後
にステップＳ１００８に移行する。ステップＳ１００８にて現在の時刻を取得して、この
時刻を吸引回復した時刻として記憶する。記憶の手段としては、ＥＥＰＲＯＭに代表され
る不揮発性メモリに記憶することが好ましい。その理由としては、放置されることを前提
とした制御であり、電源供給を断たれている状態を想定すべきであるからである。前述の
観点から、先ずＲＡＭに記憶し、電源を遮断する際に不揮発性メモリに記憶してもよい。
【００２３】
　ステップＳ１００６で、吸引回復動作後の経過時間が第２の時間以内である場合は、ス
テップＳ１００９にて予備吐出回復動作を行う。予備吐出回復動作ステップＳ１００９で
の吐出は、記録媒体の紙面外にインクを吐出することで吐出口からの吐出状態を回復させ
るためのインク吐出である。本発明では、キャップ２３内に吐出状態を回復させるための
インク吐出を行う。また、この時のインク吐出で排出するインク量は、ステップＳ１００
３で算出した放置時間により決定する。決定方法は放置時間を用いてインク吐出回数を算
出する関数によるものでもよいし、放置時間と放インク吐出回数の関係を示したルックア
ップテーブルを用いてインク吐出回数を決定してもよい。ステップＳ１００９で放置時間
が取り得る最大値は第１の時間である。放置時間が第１の時間である場合のステップＳ１
００９でのインク消費量はステップＳ１００７での吸引回復動作よりも小さいインク量で
ある。
【００２４】
　ステップＳ１００８もしくはステップＳ１００９の処理が終了すると、ステップＳ１０
１０に進み、キャップしていない状態で記録命令が来るのを待っている状態の経過時間（
以後、待機時間と称する）の測定を開始する。この測定の開始は、待機時間を計測するタ
イマをリセットして０から計測を開始する。次にステップＳ１０１１で記録命令があるか
を判断する。ステップＳ１０１１にて、記録命令があった場合は、ステップＳ１０１２に
移行して一連の画像記録動作を行い記録媒体に画像を完成させる。ステップＳ１０１２で
画像を完成させたらステップＳ１０１０にもどる。ステップＳ１０１１にて記録命令がな
かった場合は、ステップＳ１０１３で記録命令を待つ待機状態（待機動作）に入る。この
時の待機状態はステップＳ１０１１を含むステップＳ１０１３、ステップＳ１０１４を循
環する処理で構成される。
【００２５】
　ステップＳ１０１３では、待機中に必要な動作を行ってもよい。本発明では、キャップ
２３にインクを吐出することにより、吐出口におけるインクの増粘および固着を防止して
、記録に備える動作を必要に応じて行う。ステップＳ１０１４では待機時間が２５秒を超
過したかを判断する。待機時間が２５秒を超過した場合は、記録命令が当面来ないと判断
して放置状態に移行する。ここで、本実施形態では待機時間の最長を２５秒としているが
、２５秒以外の所定の時間を設定してもよい。先ずステップＳ１０１５では、キャップを
閉じるための一連の動作を行う。この一連の動作は、ワイパで記録ヘッドの吐出口面を拭
くワイピング、ワイピングによって吐出口に押しまれたインク増粘物を除去する吐出、キ
ャップに溜まったインクを排出するポンプ回転、そしてキャップを記録ヘッドに当接する
キャッピングからなる。次にステップＳ１０１６にて、現在の時刻を取得して、放置を開
始した時刻として記憶する。これらの処理を終えて、一連の記録処理が終了する。
【００２６】
　なお、本実施形態で使用のインクは全色顔料を色材とするインクであり、第１の時間は
３６０時間（１５日）、第２の時間は６４８時間（２７日）に設定している。
【００２７】
　また、本シーケンスによれば、放置時間と吸引後経過時間の２つの時間を管理し、各々
を第１の時間と第２の時間に対して比較することで、回復の動作の必要性を判断している
。
【００２８】
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　また、ステップＳ１００３における放置時間の算出では、ステップＳ１０１２の記録動
作終了からステップＳ１０１５のキャップクローズ動作までの所定時間を見込んで、放置
時間に加えてもよい。
【００２９】
　そして、ステップＳ１００７とステップＳ１００９における処理は、回復レベルの異な
る回復動作であってもよい。つまり、ステップＳ１００７の回復処理における回復レベル
が、ステップＳ１００９の回復処理における回復レベルよりも高ければよい。例えば、ス
テップＳ１００７の回復処理もステップＳ１００９の回復処理も予備吐出回復動作とし、
ステップＳ１００７の予備吐出回復動作の方がステップＳ１００９の予備吐出回復動作よ
りも多く予備吐出を行う処理としてもよい。
【００３０】
　このように、記録を行わない放置状態での経過時間と、前回の吸引動作からの経過時間
との両方の時間を見て回復動作を行う。これによって、インクジェット記録装置の使用状
況に応じて、記録ヘッドの好適な回復処理を行うことができるインクジェット記録装置を
実現することができた。
【００３１】
　（第２の実施形態）
　以下、図面を参照して本発明の第２の実施形態を説明する。なお、本実施形態の基本的
な構成は第１の実施形態と同様であるため、以下では特徴的な構成についてのみ説明する
。
【００３２】
　図６は、本実施形態におけるキャップオープンからキャップクローズまでの一連の記録
処理を示したフローチャートである。以下、このフローチャートに沿って、本実施形態の
一連の記録処理を説明する。
【００３３】
　本実施形態の処理では、第１の実施形態の処理よりも記録動作前に実行される吸引回復
動作を低減することができる。
【００３４】
　なお、ステップＳ２００２からステップＳ２０１４までの制御フローは、第１の実施形
態のステップＳ１００２からステップＳ１０１４までと同じであるため説明を省略する。
【００３５】
　ステップＳ２０１４で、待機時間が所定の２５秒を超過した場合は、記録命令が当面来
ないと判断して放置状態に移行してステップＳ２０１５からステップＳ２０２１までの処
理を実行する。まずステップＳ２０１５にて、ステップＳ２００５での処理と同様に前回
の吸引回復動作からの経過時間を、前回の吸引回復動作を終了した時の時刻と現在の時刻
を比較することにより算出する。次に、ステップＳ２０１６にて、吸引回復動作後の経過
時間が所定の第３の時間を超過しているかを判断する。ここで、第３の時間は第２の時間
よりも短い時間を設定する。ステップＳ２０１６で、吸引回復動作後の経過時間が第３の
時間を超過している場合は、ステップＳ２０１７にて、ステップＳ２００７での処理と同
様の吸引回復動作を行う。この吸引回復動作は、ステップＳ２０１６の判断によって、次
の放置時間で前回の回復動作から第２の時間が経過するであろうと予測されて行うもので
あり、ここで吸引回復動作を行っておくことで、放置後の記録開始までの時間を短縮する
ことができる。ステップＳ２０１７で吸引回復動作を行った後に、ステップＳ２０１８に
てステップＳ２００８での処理と同様に現在の時刻を取得して、この時刻を吸引回復した
時刻として記憶する。ステップＳ２０１６で、吸引回復動作後の経過時間が第３の時間以
内の場合は、放置状態に移行してステップＳ２０１９、ステップＳ２０２０、ステップＳ
２０２１の処理を実行する。このステップＳ２０１９、ステップＳ２０２０、ステップＳ
２０２１の処理は、第１の実施形態のステップＳ１０１５、ステップＳ１０１６、ステッ
プＳ１０１７の処理と同じであるため説明を省略する。
【００３６】
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　本実施形態では第１の実施形態と同様に、第１の時間は３６０時間（１５日）、第２の
時間は６４８時間（２７日）に設定する。ここで第３の時間は第２の時間より短い５７６
時間（２４日）に設定する。
【００３７】
　このように、第３の時間を第２の時間より短く設定することで、頻度の高い使用をした
場合に、記録動作前に吸引動作を実行することが無くなり、出力を待たされることがなく
なる。また、放置状態に移行するタイミングで吸引回復動作を実行することで、比較的に
使用者が不便を感じることが軽減される。また、放置状態に移行するタイミングで実行す
る吸引回復動作によって、次の放置状態後にインクを供給する流路へ混入することが予想
される気泡を排出することができ、放置後の記録開始までの時間を短縮することができる
。
【００３８】
　このように本実施形態は、記録前に発生する吸引回復の必要性を、起因別に二種類の経
過時間で管理することで記録後でも、ある程度判断できることを活用したものである。
【００３９】
　（第３の実施形態）
　以下、図面を参照して本発明の第３の実施形態を説明する。なお、本実施形態の基本的
な構成は第１の実施形態と同様であるため、以下では特徴的な構成についてのみ説明する
。
【００４０】
　第２の実施形態では、第３の時間を用いて放置状態に移行するタイミングで吸引回復動
作を実施した。この吸引回復動作後の放置状態期間が第１の時間以上であれば、放置状態
に移行するタイミングで行われた吸引回復動作は無駄な吸引となる。つまり、放置状態期
間が第１の時間以上であれば、記録処理の前には必ず吸引回復動作が行われるからである
。そこで本実施形態は、無駄な吸引動作を減らすべく、ステップＳ２００１からステップ
Ｓ２０２１で示されるシーケンスに以下に記述するシーケンスを追加したものである。
【００４１】
　先ず追加するシーケンスはステップＳ３００４である。このシーケンスは、ステップＳ
３００３で第２の実施形態のステップＳ２００３と同様に算出した放置時間を履歴として
不揮発性メモリに記憶する。つぎに追加するシーケンスはステップＳ３０１６、ステップ
Ｓ３０１７およびステップＳ３０１８である。このシーケンスはステップＳ３０１５で待
機時間が所定の２５秒を超過した場合は、記録命令が当面来ないと判断して放置状態に移
行する際に実行されるシーケンスである。まずステップＳ３０１６にてステップＳ３００
４で記憶した放置時間の履歴をもとに、履歴に残された放置期間の平均値から次の使用開
始までの期間を予測放置時間として予測する。つぎにステップＳ３０１７で、予測した放
置時間（予測放置時間）が第１の時間を超過するか判断する。ステップＳ３０１６で予測
した放置時間が第１の時間を超過する場合は、放置状態に移行するための処理であるステ
ップＳ３０２２、ステップＳ３０２３、ステップＳ３０２４を実行する。この判断は、現
時点で吸引回復動作を実行することが無駄にならないかどうかを判断している。つまり、
予測放置時間が第１の時間を超過する場合、放置時間後にはステップＳ３００５からのシ
ーケンスで吸引回復動作が行われることになるため、予めキャップクローズ前に吸引回復
動作を実施しても無駄になるからである。なお、次の使用開始までの期間を予測する一つ
の方法として、平均値を用いたがこれに限定するものではなく、中央値等でもよい。
【００４２】
　ステップＳ３０１７にて予測した放置時間が第１の時間以内の場合は、第２の実施形態
のステップＳ２０１６からステップＳ２０１８におけるシーケンスと同様なシーケンスで
あるステップＳ３０１９、ステップＳ３０２０、ステップＳ３０２１を実行する。この処
理は、ステップＳ３０１７の判断で、次の放置により吐出口の増粘、固着に起因する回復
は、ステップＳ３０１０の予備吐回復動作で回復することができ、インク供給流路内の泡
を取り除くために行われる吸引の必要性を判断すればよい。
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【００４３】
　本実施形態によれば、記録装置本体は使用履歴より使用状況を学習して、放置期間を予
測し、記録前の吸引を有効に回避できる場合に絞って、キャップクローズ後の放置状態に
移行する前に吸引回復動作を実行することを可能とする。これによって、無駄に吸引回復
動作を行うことを防止しつつ、放置後の記録開始までの時間を短縮することができる。本
実施形態は二種類の経過時間で管理することで、予測制御を的確に組み入れることを可能
としている。
【符号の説明】
【００４４】
１０　インクジェット記録装置
２０　パージユニット
２２　チューブポンプ
２３　キャップ
２４　ワイパブレード
４０　キャリッジユニット
５０　給紙トレイ
１００　記録ヘッドユニット
１１０　記録ヘッド
１２０　インクタンクユニット
１６０　インクタンク

【図１】 【図２】
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